
演奏者 楽器 曲　目 作曲者 伴奏者

1 山本 愛音 マリンバ November Evening Christopher Norton

2 小野 竜聖 マリンバ Katamiya Emmanuel Sejourne

3 九鬼 將馬 スネアドラム
小太鼓組曲より

Ⅱ､toccata　Ⅴ､marcia
siegfried fink

4 丸野 琳叶 スネアドラム ASVENTURAS Alexej Gerassimez

5 岡村 武琉 スネアドラム 小太鼓組曲より第5楽章 Fink

6 浦田 滉心 スネアドラム LUX-FIMO Bent Lylloff

7 山下 真侑 フルート CONCERTO in G major Carl Stamitz 長浜　慧林

8 北尾 梨乃 フルート フルート協奏曲 第1楽章 尾高 尚忠 寺嶋 千紘

9 上村 明日香 フルート
SONATA

１ Allegretto malincolico
FRANCIS POULENC 太田 彩夢

10 中川 真歩 フルート Piece puur flute seule Jacques IBERT

11 中西 沙織 フルート ソナタ　第1楽章 F.ﾌﾟｰﾗﾝｸ 尾辻 尚子

12 森田 舞 フルート DANSE DE LA CHEVRE Arthur HONEGGER

13 髙谷 百花 フルート ｢パンの笛｣より　第1楽章 J.ﾑｰｹ 安田 美香

14 神屋 梨帆 フルート Fantasie Gabriel Faure 長浜　慧林

15 岡田 季美 オーボエ Oboe Sonata Donizetti 長倉 麻衣

16 川上 千穂 オーボエ オウィディウスの詩による6つの変容 B.Britten

17 奥家 希 オーボエ オーボエ協奏曲 ハ長調 ﾊｲﾄﾞﾝ 高山 理帆

18 落合 理名 クラリネット SONATA op.47　1楽章 Franz Danzi 佐藤 沙織

19 堀江 玲那 クラリネット 美女と野獣 Alan Menken 今橋 呼心

20 奥村 優里香 クラリネット
Clarinet Sonata in E-flat Major op.167

1楽章
Camille Saint-Saens 佐藤 沙織

21 水谷 芽生 クラリネット クラリネット協奏曲 第3番1楽章 C.ｼｭﾀｰﾐｯﾂ 又野 明子

22 上村　あいの クラリネット 序奏とロンド M.ｳﾞｨﾄﾞｰﾙ 額田 舞

23 藤田 未佳 クラリネット SONATA 1 LEFEVRE 竹本 舞依

24 板東 佳暖 バスクラリネット Monolog nr ３　Ⅰ Erland von Kooh

25 渡辺 鈴々 アルトサックス プロバンスの風景 ﾎﾟｰﾙ・ﾓｰﾘｽ 金宮 未歩

26 田口 水都 アルトサックス プロバンスの風景 Paule MAURICE 平井 令奈

27 谷 萌香 アルトサックス 5つの性格的小品集より　スペイン風に Dubois 平井 令奈

28 佐村 美香子 バリトンサックス CHANSON ET PASSEPIED JEANINE RUEFF 平井 令奈

29 別府 奝龍 バリトンサックス アンダンテとアレグロ A.Chailleux 西村 結奈

30 藤岡 乃蒼 ファゴット ファゴットのためのソナタ　第1楽章 ｻﾝ＝ｻｰﾝｽ 藤田 毬花

31 鈴木 沙織 ファゴット ファゴットとピアノのための主題と変奏 ﾄﾞｳﾞｧﾘｮｰﾅｽ 西尾 彩花

32 向井 春菜 トランペット SONATA KENT KENNAN 歳成 芽生

33 坂田 桃 トランペット 華麗なる幻想曲 アーバン 西村 亜彩

34 植村 文香 トランペット 演奏会用小品 J.G.Pennequin 高山 理帆

35 濵﨑 萌乃 トランペット SONATA　3楽章 Thorvald Hansen 成田 早織

36 福永 香菜子 トランペット Trumpet Concerto Alexander Arutuunuan 上田 百合子
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37 塚原 羽音 トランペット The Beautiful Snow J.B.Arban 関口 彩

38 西垣 佳音 トランペット トランペットとピアノによる幻想曲 SAINT-SAENS 高山 理帆

39 光延 健 トランペット 華麗なる幻想曲 J.B.Arban 金宮 未歩

40 福重 知里 ホルン Legende Marcel Poot 又野 明子

41 良知 歩美 ホルン ホルン協奏曲第3番より　第1楽章 Mozart 藤田 毬花

42 櫻井 香澄 トロンボーン ワルツ 作品34-2 ｼｮﾊﾟﾝ 樋口 悠夏

43 山﨑　ほのか トロンボーン 無伴奏トロンボーンのための組曲 新山 久志

44 東 奈央 トロンボーン SIX SONATASより　NO.1 GALLIARD

45 高橋 佳甫 ユーフォニアム Rhapdody for Euphonium James Curnow

46 上野 陽香 ユーフォニアム ユーフォニアム協奏曲 Joseph Horovitz じん亭 友里

47 三浦　七星 ユーフォニアム ANDANTE and RONDO Antonio Capuzzi 中野 幸音

48 渡邊 好 ユーフォニアム ユーフォニアム協奏曲 Joseph Horovitz じん亭 友里

49 藤本 雅樹 チューバ A Touch Of Tuba Art Dedrick 川端 浩之

50 井岡 愛 チューバ Air and Bourree J.S.BACH 平井 令奈

演奏者 楽器 曲　目 作曲者 伴奏者

1 井上 凜々子 マリンバ 熊蜂の飛行 ﾘﾑｽｷｰ･ｺﾙｻｺﾌ

2 谷埜 瑚々 マリンバ ｱﾒﾘｶﾝ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ ﾐｰﾁｬﾑ 徳村 ゆかり

3 菊森 実来 スネアドラム
Portraits In Rhythm 50STUDIES

FOR SNARE DRUM Ⅰ
Anthony J.Cirome

4 西川 涼吾 スネアドラム A MINUTE OF NEWS EUGENE NOVOTNEY

5 樋口 夏帆 スネアドラム 小太鼓組曲　第5楽章 siegfried Fink

6 佐藤 柚月 スネアドラム Portraits In Rhythmより  Ⅰ Anthony J.Cirome

7 竹中 舞 フルート Fantasie "on Wings of Song" H.Steckmest 小川 祥子

8 森本 依空 フルート Andante Mozart 中山 夕子

9 船田 紗更 フルート 春の歌 ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞｰﾝ 北川 茜

10 中田 未鈴 フルート パンの笛　一楽章 JULES MOUQUET 尾辻 尚子

11 中山 愛実 フルート フルート協奏曲 ト長調より　 第1楽章 Carl STAMITZ 松本 あかり

12 森川 心花 フルート 子守歌 E.Kohler 徳村 ゆかり

13 生島 琴乃 クラリネット Menuett W.A.Mozart 中井 彩水

14 今井 みつき クラリネット ANDANTE et ALLEGRO CHAUSSON 山本 裕美子

15 西浦 拓海 クラリネット ノクターン2番 変ホ長調 ｼｮﾊﾟﾝ 本多 鈴子

16 速水 ひとみ クラリネット クラリネットソナタより　第3楽章 ﾀﾞﾝﾂｨ 杉本 太雅

17 樋口 璃奈 クラリネット Nocturne L.BASSI 樋口夏帆

18 三浦 菜々美 バスクラリネット ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ・ｵﾝ・ｻﾞ・ﾊﾞｽｸﾗﾘﾈｯﾄ ﾔﾝ・ﾊｰﾃﾞﾙﾏﾝ 木村 花梨

19 奥 光理 アルトサックス CHANSON ET PASSEPIED JEANINE RUEFF 植田 千尋

20 小池 史織 アルトサックス 夢やぶれて Claude Michel Schoenberg 安田 千花

21 今森 ひなた アルトサックス ﾊﾊﾞﾈﾗ　 ｢ｶﾙﾒﾝ｣より Georges Bizet 徳村 ゆかり

中学生の部



22 仲 実幸 アルトサックス ﾘﾍﾞﾙﾀﾝｺﾞ アストル･ピアソラ 徳村 ゆかり

23 高橋 恵実 テナーサックス 愛のあいさつ エルガー 徳村 ゆかり

24 橋本 穂香 コントラバス ﾛﾝﾄﾞﾝﾃﾞﾘｰの歌 アイルランド民謡 藤井 麻里

25 澤井 梢薫 トランペット 華麗なる幻想曲 アーバン 本多 鈴子

26 小野寺 理人 トランペット 調子の良い鍛屋による変奏曲 ヘンデル 杉本 太雅

27 河原崎 倫人 トランペット 輝く雪の歌による変奏曲 J.B.Arban 小川 祥子

28 田中 みのり トランペット 輝く雪の歌による変奏曲 J.B.Arban 砂川 千紘

29 田上 さくら トランペット 幻想曲 変ホ短調 サン＝サーンス 田中 みなみ

30 小守 静音 トランペット イギリス組曲 第1、3楽章 R.B.Fitzgerald 山本 亜矢

31 永井 彩南 トランペット Caprice and Variations J.B.Arban 田中 直子

32 梶本 玲 トランペット ビューティフル スノー アーバン 飯降 励子

33 平田 定道 ホルン ホルン協奏曲変ホ長調より　第1楽章　K.447 モーツァルト 杉本 太雅

34 東浦 実花 ホルン 夢 グラズノフ 本多 鈴子

35 森 千紘 ホルン グリーンスリーブス イギリス民謡 徳村 ゆかり

36 南川 倭人 ホルン ロマンス サン＝サーンス 杉本 太雅

37 藤田　葵衣 トロンボーン Melodieus Etudes for Trombone NO.4 J.Rochut

38 福田 了士 トロンボーン 「トロンボーンのためのコンチェルティーノ」より Ferd.David 杉本 太雅

39 富樫 美紀 トロンボーン
「ビューティフル･スノー」より

テーマ＆ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝｽﾞ
J.B.Arban 村上 智咲

40 樋口 菜々花 トロンボーン Melodieus Etudes for Trombone NO.4 J.Rochut

41 山野 蒼唯 トロンボーン ソナタ ヘ長調　第一楽章 MARCELLO

42 黒田 あす香 トロンボーン メロディアス　エチュード　4番 ロッシュ

43 砂川 透吾 トロンボーン シャウティング　リザ　トロンボーン H.フィルモア 砂川 千紘

44 久保 春菜 トロンボーン
トロンボーンとピアノのためのソナタ

風花賛礼
高嶋 圭子 小川 祥子

45 下濱 美月 トロンボーン 交響的断章 A.ギルマン 本多 鈴子

46 下村 朋和 バストロンボーン バストロンボーン協奏曲 ザクセ 杉本 太雅

47 中井 麗結 ユーフォニアム ソナタ　ト短調 エックレス 本多 鈴子

48 向井 正徳 ユーフォニアム オーバード スパーク 杉本 太雅

49 村上 真紀 ユーフォニアム アメイジンググレイス イギリス民謡 山内 美空

50 松本 妃由 ユーフォニアム Introduction and Dance J.E.Barat

51 中野 譲太郎 チューバ Caro mio ben G.Giordani 中野 千穂
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